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熊本市会場：水前寺共済会館グレーシア　熊本市中央区水前寺1-33-18
熊本北会場：菊南温泉ユウベルホテル　熊本市北区鶴羽田3丁目10番1号
熊本市託麻会場：神園山荘　熊本市東区神園1丁目10-41　WEB
水前寺会場：ホテル熊本テルサ　熊本市中央区水前寺公園28-51　WEB
熊本市西会場：ザ・ニューホテル熊本　熊本市西区春日1丁目13-1　WEB

熊本東会場：阿蘇熊本空港ホテルエミナース
　　　　　　上益城郡益城町田原2071-1　WEB
阿蘇会場：赤水公民館　阿蘇市赤水920-16  WEB
　　　　　阿蘇の司ビラパークホテル　阿蘇市黒川1230
菊池合志会場：道の駅 旭志　菊池市旭志川辺1886
　　　　　　　㈲旭志ふれあいセンター イベントホール

熊本県倫理法人会　2021年
県
東

山鹿市会場：富士ホテル　山鹿市昭和町506
玉名会場：玉名高等職業訓練校　玉名市玉名2079　WEB
玉名南会場：パレセランKOZAKI　玉名市天水町小天7232
　　　　　　WEB
荒尾市会場：ホテルヴェルデ　荒尾市本井手1584-24
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熊本市託麻 WEB・会場熊本市 県　央
「私の心の太陽」
宇土市準倫理法人会　会長
日出ショー
代表 河副 日出海 氏

荒尾市 県　北

玉　名 WEB・会場

玉　名 WEB・会場

熊本北 県　央

熊本市西 WEB・会場

「素直な心」
熊本市西倫理法人会　普及拡大委員長
㈱B-produce
代表取締役 島村 鉄兵 氏

「心の4つの窓」
熊本市中央倫理法人会　会員
九州学院中・高校　社会科講師
㈶松下政経塾４期生 香山 祥一 氏

熊本市西 WEB・会場

阿　蘇 WEB・会場

阿　蘇 WEB・会場

「先人たちの智恵を 未来の子供たちに つなぐ」

阿蘇倫理法人会　会長
江藤建設㈲
代表取締役 江藤 長利 氏

熊本市中央倫理法人会　朝礼委員長
澤松ライフデザイン研究所
代表　 梅田 竜嗣 氏

「ベトナム人に倫理を伝えてガッチリ!」

玉　名 WEB・会場

森　 俊光 氏

「精神障害と共に生きる」
整体ついじの森
代表

平石 洋介 氏

「平石元気力発電所、今日もバリバリ稼働中!」
福岡県大野城市倫理法人会　副専任幹事・
普及拡大委員長
㈲平石土木　代表取締役

熊本北 県　央

「自己承認の大切さ‼」
光の森準倫理法人会　幹事
メイカーズ㈱
代表取締役 川口 純範 氏

「実行・実験・実践」
法人スーパーバイザー　宮崎県倫理法人会
相談役　㈱興電舎商事
代表取締役 鶴田 芳男 氏
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「信じることから始まる」
熊本市南倫理法人会　会長
長迫木材㈲
代表取締役 髙見 睦代 氏

松木 利徳 氏

「全てに感謝」
法人レクチャラー　人吉市倫理法人会　相談役
医）平井整形外科ﾘﾊﾋ ﾘ゙ﾃｰｼｮﾝｸﾘﾆｯｸ
副理事長 平井 郁惠 氏

玉名南 WEB・会場

玉名南 WEB・会場

「こころの封印を解いた
  オルゴールとの出会い」　
カノン　代表
ビューティライフプロデューサー

古川 佐智子 氏

水前寺 WEB・会場

阿　蘇 WEB・会場

「信ずれば成り、憂えれば崩れる」
熊本市西倫理法人会　女性委員長
㈱Re.Gloss
取締役 千原 由美子 氏

「夫婦は運命を左右する」
法人レクチャラー  宮崎県日向市倫理法人会  相談役
プランニングABC㈱
代表

玉名南 WEB・会場

水前寺 WEB・会場

元田 暁輝 氏

「スポーツによる地方創生」　
熊本市西倫理法人会　幹事
南部隼平事務所　代表 南部 隼平 氏

阿　蘇 WEB・会場

「利他の心で生きる」
光の森準倫理法人会　会員
合志市議議員 来海 恵子 氏

「日本神話に学ぶゴールを達成する生き方」
玉名南倫理法人会　監査
㈱CCIジャパン
代表取締役

玉名南 WEB・会場

水前寺 WEB・会場

「倫理法人会て、何だろな？」　
熊本市倫理法人会　会長
㈲内田漁具店
取締役 内田 英一 氏

「本を忘れず未を乱さず」　
法人スーパーバイザー
㈱オーエーメディア福岡
代表取締役社長 中尾 達弥 氏

水前寺 WEB・会場

熊本東 WEB・会場

熊本市託麻 WEB・会場

熊本県倫理法人会　県東地区長
阿蘇動物病院
代表社員 小嶋 維男 氏

「出会いに感謝、倫理に感謝、夫婦愛和」

「しあわせのマネジメント」
千葉県倫理法人会　研修副委員長
（一社）日本筆文字
セラピスト協会  代表理事 遠山　 宗 氏

熊本東 WEB・会場

熊本東倫理法人会　会員
熊本交通運輸㈱  代表取締役会長 住永 豊武 氏

「堪えがたきを耐え忍び難きを忍んで42年、
  熊本を代表する運送会社になりました」

熊本市託麻 WEB・会場

「苦難福門・赤ねこで町おこし」
法人レクチャラー　大分県速見倫理法人会
会長　㈲かもん
代表取締役 木本 順子 氏

熊本東 WEB・会場

法人レクチャラー　熊本県倫理法人会
副会長　㈱エイジス
代表取締役 川﨑 隆男 氏

「ピンチはチャンス」

熊本市託麻 WEB・会場

「倫理実践で起きた富士研の奇跡」
久留米市倫理法人会　MS委員長
みらい蘇生㈱
代表取締役 木下　 誠 氏

熊本東 WEB・会場

法人レクチャラー　熊本県倫理法人会　会長
㈱エコファクトリー
代表取締役社長 村上 尊宣 氏

「会社の発展は、実は社長次第⁉」

法人レクチャラー  福岡県つくし倫理法人会
相談役　㈱宮崎板金店
代表取締役 宮崎 耕一 氏

「最高のリーダー  自分で決めたことは」

熊本北倫理法人会
ひかりの森ランドナビ
代表 千北 一興 氏

「生きるエネルギーの源泉」

玉　名 WEB・会場

宗　 勝文 氏

「実践と涙」
法人レクチャラー  大分県倫理法人会  広報委員長
豊後高田市準倫理法人会所属
㈲宗印刷所　代表取締役

熊本北 県　央

水前寺倫理法人会　会長
㈱公明不動産
代表取締役 平野 美佐子 氏

「倫理が照らす道を素直に歩いてみたならば…」

木下　 誠 氏

「倫理実践で起きた富士研の奇跡」
久留米市倫理法人会　MS委員長
みらい蘇生㈱
代表取締役

熊本北 県　央

法人アドバイザー  熊本県倫理法人会  相談役
おがたフードサービス㈲　
代表取締役 緒方 一義 氏

「カネ、カニ、カミ、絶望から希望に」

山鹿市 県　北

熊本市西 WEB・会場

熊本市 県　央

荒尾市 県　北

「これが良い」

大江 義夫 氏
参事　法人アドバイザー
大江建築設計事務所
主宰

「万人幸福 なんて贅沢で素晴らしい倫理の教え」

大橋 武司 氏
法人レクチャラー 熊本県倫理法人会 普及拡大委員長
㈱あおい警備保障
代表取締役

荒尾市 県　北

「志定まれば道あり～無敵の人生～」

城戸 雄生 氏
玉名南倫理法人会　会長
マックスジェイティー㈱　
代表取締役

「幸せな人生の終い方（本を忘れず末を乱さず）」

原　 明宏 氏
玉名南倫理法人会　研修委員長
㈱石結
代表取締役

「ピンチをチャンスに‼」

土穴 由美子 氏
熊本県倫理法人会　女性委員長
㈱信誠ハウス 
常務取締役

「『万象我師』に思うこと!」

内田 英一 氏
熊本市倫理法人会　会長
㈲内田漁具店
取締役

熊本市 県　央

荒尾市 県　北

「親子三代リレー講話　孫→親→祖父へ」
熊本市西倫理法人会  相談役
西田硝子㈱  会長

「元気があれば何でもできる!」

奥村 誠基 氏
熊本北倫理法人会　朝礼委員長
㈲車輪館オクムラ
取締役

菊池合志 県　東

28
「人生は出会い…古希を迎えて」
玉名南倫理法人会　会員
㈱ SO工房
代表取締役 立花 康行 氏

菊池合志 県　東

菊池合志 県　東

中嶋 憲正 氏
山鹿市倫理法人会　顧問
中嶋農産　代表

「これまでの人生を振り返って思うこと」

「つながり」
法人スーパーバイザー
㈱ティー・シー・エス
代表取締役 　川内 美喜男 氏

松本 眞二 氏
玉名倫理法人会　会長
㈲松本運送
代表取締役　　

「幸せは健康から」

山鹿市 県　北

熊本市西 WEB・会場

「コロナ禍における倫理的経営指向」
法人レクチャラー　熊本市中央倫理法人会
専任幹事　㈱First
代表取締役 　小佐井 憲彦 氏

髙木 将希 氏
熊本県倫理法人会　事務長
㈱あんしんネット

「私が倫理に出会って感じたこと」

加藤 公利 氏
法人アドバイザー
税理士法人プロスパー  会長

「近い」

坂梨 剛昭 氏
玉名倫理法人会　会員
県議会議員　　

「家族へ感謝　元気の源」
熊本市 県　央 山鹿市 県　北

29 30

熊本市西 WEB・会場荒尾市 県　北
「生かされている今を全力で生きる」

吉田 真樹子 氏
玉名倫理法人会　専任幹事
吉田真樹子事務所

「高野山修業の旅」 「母の介護で知った感謝と
　　　　人の倫理（みち）」

法人レクチャラー
宮崎県日向市倫理法人会　相談役
プランニングABC㈱
代表

6/9㈬

場所：玉名市天水市民センター
　　　18:30～19:30

● 経営者の集い
    （玉名南倫理法人会）

松木 利徳 氏

法人レクチャラー
大分県速見倫理法人会　会長
㈲かもん
代表取締役

6/10㈭

場所：キャロッピア
　　　19:00～20:00

● 経営者の集い
    （熊本市託麻倫理法人会）

木本 順子 氏

「最高のリーダーになる!」
法人レクチャラー
福岡県つくし倫理法人会　相談役
㈱宮崎板金店
代表取締役

6/11㈮

場所：菊南温泉 ユウベルホテル
別館２F櫻の間 18:30～19:30

● 経営者の集い
    （熊本北倫理法人会）

宮崎 耕一 氏

「決 心」
法人レクチャラー
大分県倫理法人会　広報委員長
豊後高田市準倫理法人会所属
㈲宗印刷所
代表取締役

6/18㈮

場所：玉名高等職業訓練校
　　　18:30～19:30

● 経営者の集い
    （玉名倫理法人会）

宗　 勝文 氏

5/31

　西田 紀雄 氏
義伸 氏・大樹 氏

５週目の為休会

中 止

５週目の為休会


